
 月９
2011年9月1日発行   80号 80号

発行：

　【記入要項】クイズの『 サテライト名 』、氏名、住所、電話番号、広報紙にゅーすでんくうへのご意見・ご感想
　【応募資格】でんくう総合案内所まで当選賞品を受取りに来館いただける方
　【締切り】9/２０日必着。発表は当選者へ直接連絡します。
　【応募方法】　①ハガキ②メールまたは③直接でんくう総合案内所へ 。案内カウンターに応募用紙があります。
　【応募先】　①〒677-0022 西脇市寺内 517-1　北はりま田園空間博物館　にゅーすでんくうクイズ係
　　　　　　　②メール：qu i z @ k - d e n k u . c om
　　　★8 月号のクイズの答えは３P を見てね！

◆クイズに応募しよう！
答えと必要事項を明記して、ご応募ください。
正解者の中からお1人に、このサテライトの企画する今年の「登紀子の酒」と
サテライトが掲載されている北はりま魅力探訪紀行七をプレゼント！

写真の北はりまのサテライトはどこでしょう？

※ サテライトとは、北はりま田園空間博物館に
　登録されている見どころです。
　「まるごとガイド」やホームページに200あまり
　紹介されています。

で　　　　ん　　　　く　　　　う

スペイン語で緑という名のこのホールは全国でも住民主体で運営されていると注目を浴びる。中でも
毎年10月1日に開催される加藤登紀子のほろ酔いコンサートが19回目を迎えることができるのは
このホールを支える関係者の熱い思いがあったからこそ。興味深い多数の企画も要チェック！

 どこのサテライト？クイズ

※ サテライトとは、北はりま田園空間博物館に
　登録されている見どころです。
　「まるごとガイド」やホームページに200あまり
　紹介されています。



対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

30日　静岡県奥浜名湖田園空間博物館の管理団体「やたろう」の2名が視察 ９月

2011年

  ８  月　　　　
こんなこと やりました！　 でんくうの活動

ぼくが大きくなったらカブトムシになる！　10(水)～22(月)昆虫展　
　入り口の正面に、蜂の
巨大ディスプレイ。黄色
い箱の下にもぐりこめ
ば、蜂のお腹を下から見
ることができる。
　広い会場内に『県立人
と自然の博物館』所蔵の
カブトムシなどの甲虫類

や地元収集家藤原進さん（西脇市黒田庄町）の世界の
昆虫標本がずらり。
　その一番奥に、7月の体験教室で子
ども達が苦労して捕まえ、自ら形を
整えて作った標本も展示。見事な世
界の標本に負けず劣らず、子ども達

の標本は一番人気！
　身近な蝶やトンボ、
セミなどがはねを広げ
標本に。子どもらしい
ラベルの文字や、残念
ながらはねが少しちぎ
れている昆虫も。それでも、さっと見ている人もここ
ではじっくりと足を止め見入っていた。

　今年は、例年より1週間遅く開催。お盆のピー
ク時には、一日200人を超える来場者があり、昨
年に比べ54％の増加。遠くは、埼玉県や沖縄か
らの来館者もあり、帰省や旅行途中に立ち寄っ
ていただいたよう。

　「これ作りたい！」
「これにする！」と、
先生の見本を見なが
ら作業開始。
　木を切ったり、ボ
ンドで貼り付けたり、
今回は低学年の参加

者が多く難しい作業はお父さん、お母さんがお手伝い、
その作業を横から覗き込む子どもの真剣な顔。
　中には自分でのこぎりを使って木を切り、見本から
アレンジしてオリジナルの作品を仕上げていくたくま
しいお子さんも。
　「牛乳パックで作る船に、魚釣りを
してる人を乗せるにはどうしたら良
い？」と先生にアドバイスをしていた
だいていた少年の真剣な顔。
　完成した作品を持って満面の笑顔で
写真撮影…微笑ましい限り。
　お兄ちゃんとお母さんが工作してい
る間、ストローとＰＰバンドで作った

飛行機を飛ばして遊んでい
る小さな子もいた。
　「楽しかったー！」と答
える息子と「子どもと一緒
に出来て良かった」とお父
さん。「最初から全部自分
で作るのは大変だけどこれだったら少しアレンジした
りして楽しく作る事が出来ました」とお母さん。「す

ごく楽しかったです」と
子どもより真剣に作業し
ていたお父さんの感想。
　創意工夫で手づくりの
楽しさや物づくりの面白
さを学び、楽しい一日に
なった。
　21日は残念ながら時々
雨が降り、参加者も少な

め。遠くは宝塚市より参加があったが、木工のみ。井
戸小屋の見本を見ながら、親子で協力しながら、パー
ツを組み立てていく姿が見られた。

来場者数：おとな2,264人+こども1,181人=3,445人

     　 　夏休みの宿題はこれで大丈夫！ 　
体験教室　夏休み子どものための工作教室       7日(日)21名・21日(日) 16名　　　　　



でんくう各部からのお知らせ

【総務部】
・来年で 10 周年を迎えるでんくう。記念イベント
の準備が始まりました。

【広報部】
・9 月の情報コーナーショーケース展示はカフェ 
あんずの里です。
・会員対象のサテライト訪問は 9/14（水）にあばれ
太鼓で有名な宮ノ本春日神社 ( 西脇市高田井）を訪
問します。10 月は金刀比羅神社 ( 多可町中区鍛冶
屋 ) です。

【サテライト部】
・2つのサテライトが新しく登録されました。
【The nuno】西脇市西脇 369-4　代表：髙橋香織
播州織の専門店
【北はりま旬菜館】西脇市野村町 800-1　
新鮮で安全、安心な地場農産物を提供します
・サテライト巡回ツアー「古墳祭りと子ども播州歌
舞伎」は 11/13（日）、神戸発、行程は那珂ふれあい館

（東山古墳まつり・子ども播州歌舞伎などを鑑賞
ふるさと工房夢蔵の弁当で昼食）→北播磨余暇村
公園（紅葉散策）、参加費は 2,500 円。
・サテライト巡回ツアー「千ヶ峰登頂と田舎芝居体
験の旅」は 11/26（土）～ 27（日）の 1泊 2日、神戸
発です。行程は 26 日：コヤノ美術館西脇館→エー
デルささゆり（昼食）→聖観音立像→那珂ふれあい
館→北播磨余暇村公園→ココロン那珂（夕食･宿
泊）・箸荷の素人芝居の指導で芝居体験。27日：千ヶ
峰（ふるさと工房夢蔵の弁当）→春蘭荘→ジェラテ
リアふれっしゅあぐり館と巡り帰路。参加費は
9,800 円。
・サテライトセミナーは 11/18（金）19 時～でんく
う体験学習室で「地域とつながる魅力ある取り組
み」と題して 3 つのサテライトから報告をしてい
ただきます。

【プログラム部】
・暑くて忙しい 7～ 8 月を終え、9/11 のでんくう
まつりに向け、準備中！前日の準備や片づけをお
手伝いいただける方大募集！

８月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
実りの秋が楽しみ！

多可町加美区三谷663番地の1　TEL/0795-36-0862

★クイズ正解者へのプレゼントは  …味覚狩り割引券1,500円と
ハーモニーパークが掲載されている北はりま魅力探訪紀行五でした。

　　

○ ハーモニーパーク

▲貸しコテージ外観　６棟あり
これは一番大きい棟

▲コテージ内部階段の奥にはトイレ
と和室。右側は囲炉裏用のフード

▲バーベキューサイトから見える風景

　りんご狩りが有名ですが、貸しコテージ、バー
べキューなどの食事もできる滞在型観光農園。
１人でも美味しいバーベキューですが、にぎや
かに家族やお友達と楽しみたいですね。屋外に
も見晴らしのいい、屋根付きのサイトがあります。
　貸しコテージは 2 階建で、個室や囲炉裏（煙
の出ない炭火料理は可）もあり、大人も子ども
も喜びそう。
　遠くからでも目立つ風力発電設備は 2 年前に
設置され、今ではここのシンボル。ソーラーパ
ネルもあり、事務所・食堂の電気はほぼ自給で
きているとか。

　15ha もあるハーモニーパークの果
樹園・施設と著荷のいちご園・ブルー
ベリー園を職員7名とシルバーさんで
管理され、広範囲で多種の作業もあり
大変そう。
　秋は収穫体験もでき、ぜひドライブ
に、また千ヶ峰登山にお立ち寄り下さ
い。

▼コテージの奥に見える風力発電設備

▼地鶏と季節の野菜のバーベキュー

▼箸荷いちご園･ブルーベリー園
その季節には収穫体験ができる



NPO法人北はりま田園空間博物館は 道の駅 北はりまエコミュージアムの
収益を活動資金にしています。

特定非営利活動法人 〒677-0022　兵庫県西脇市寺内517-1
北はりま田園空間博物館 (でんくう )総合案内所
　(道の駅 北はりまエコミュージアム）

◆9時～ 19時　年末年始以外無休
　TEL　0795-25-2370　　　FAX　0795-22-2123
　URL　http://www.k-denku.com
　E-mail　jk@k-denku.com

9月のでんくう自主企画9月のでんくう自主企画 ★お問合せ・お申込みは でんくう総合案内所まで

季刊紙 秋の見てみてガイド＆イベントカレンダー9月に掲載以外の情報です。
詳細・最新情報はでんくうホームページをご覧ください。

日(曜日)　開始時間　　　　イベント名　　　　　　　開催場所　　　　　　内容　　　　　◆問合せ先℡ 市外局番は 0795 (開催地と違う場合の名前）

9月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2011年

で　　　ん　　　く　　　う

11(日)でんくうまつり　10時～15時　　　　　場所：でんくう総合案内所＆周辺

25(日)サテライト巡回ツアー　　　「燻製作り、黒田庄牛バーべキューと
　　　　　　桧皮葺匠の里」　

ゆるキャラと写真を撮ろう
　フリーマーケット　100店舗予定
　　ポン菓子振る舞い　
　　　　福引(空クジなし)

フリーマーケット
　募集中です！

道の駅店内で1,000円の
お買い物で1回

18(日)日本一長い散歩道を歩こう　　　　梅花藻とオープンガーデンをたずねて
集合：9時10分でんくう総合案内所前駐車場
行程：バスで→ハーモニーパーク　徒歩⇒梅花藻⇒
　閑念邸ガーデン(昼食)⇒ラベンダーパーク多可　
　バスで→でんくう総合案内所　全行程約8km
参加費：500円
持ち物：お弁当、お茶、帽子、
　　　　天候によっては雨具など
★熱中症対策は各自で万全にお願いします。

・音の秘密展　西脇市上比延町　にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」　入館料大人510円　小中学生100円　月曜休館　◆23-2772
～ 17（土）　アトリエシリーズVOL.8 伊藤幸雄 展　西脇市上比延町  岡之山美術館　月曜休館　アトリエシリーズは無料　◆23-6223
～ 27（火）　第10回清流の書展　多可町加美区鳥羽  和紙博物館「寿岳文庫」　地元高校生による清流の書展　水曜休館　◆32-4779地域振興課
2（金）～15（木）　石井康彦　無垢の家具作品展　西脇市西脇  旧来住家住宅　月曜休館　◆22-3901西脇ＴＭＯ
2（金）～15（木）　小林信治スケッチ画展　西脇市西脇  旧来住家住宅　月曜休館　◆22-3901西脇ＴＭＯ
3（土）11時～17時　コヤノ美術館西脇館開館　西脇市市原町  コヤノ美術館西脇館　大人800円　小中学生300円　【毎週土日開館】　◆06-6358-7555
3（土）10時～16時　間伐材で丸太のイスづくり　多可町八千代区  なか･やちよの森公園渓流の広場　要予約　500円　◆30-0050
4（日）10時～15時　多可町菜の花一番搾り“とれとれフェスタ”　多可町加美区鳥羽   道の駅R427かみ　菜種油販売、鹿肉料理、他　◆32-2388産業振興課

10（土）～23（祝）　おじいちゃんおばあちゃん児童画展　多可町八千代区中野間  八千代体育館　全国から応募された児童画をすべて公開◆32-2385　

10（土）9時半～　森の工作教室～トトロやカブトムシを作ろう！～　多可町中区東山  那珂ふれあい館　要予約　300円　◆32-0685
10（土）13時半～　花のペインティンGU～　西脇市黒田庄町 東はりまフォルクスガーデン黒田庄　1回 1,000 円　【毎月第 2･4 土曜】　◆28-5120　
12（月）13時半～　らららコーラス　西脇市黒田庄町 東はりまフォルクスガーデン黒田庄　1回 500 円　【毎月第 2･4月曜】　◆28-5120　　
18（日）～24（土）　西脇市岡之山美術館講座生作品展　西脇市上比延町   岡之山美術館アトリエ　アトリエのみは無料　月曜休館　◆23-6223
25（日）9時半～　苔玉作り～涼を呼ぶ緑のインテリア！～　多可町中区東山   那珂ふれあい館　要予約　講師：ハーブ＆ログスオミ牧美紀さん   600円～    ◆32-0685　
25（日）10時～　社協まつり　多可町中区  ベルディーホール　介護講演会、和太鼓他　◆32-3425多可町社会福祉協議会
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体験コーナー

揚げたてコロッケ（JAみのり特産開発センター）
黒豆コロッケなど（黒糖丸本舗）、天然酵母パン　
播州織製品、はちみつ、木工製品、アクセサリー　
靴下、布ぞうり、生地、はぎれ、手作り小物､など

クラリネット演奏　高瀬喜久美　
樽太鼓演奏　　虹の会工房
バンド演奏　　ファイアーベンチャーズ
よさこい踊り　和輝愛逢・播衆天晴・Ｋ-Ｄｒｅａｍ・我夢射楽
三田音頭　　　三田音頭保存会
大道芸　　　　日本南京玉すだれ協会
お笑い実況ショー　はら☆しょうたとその仲間たち

おかげさまで定員に達しました。おかげさまで定員に達しました。

リース作りとフラワーポット･･ラベンダーパーク多可




